
過去の在籍園 名前（任意） 現在の年齢 現在の職業等 卒園者の声

1 原井幼稚園 Ｋ 45歳 公務員

　幼稚園には楽しい思い出しかありません。
　先生に何かを強制されたことはなく、いつも、自分で遊びを
考えて過ごしていたのを覚えています。
　当時は2年保育でしたが、年齢が近いお友達だけなので、
行動の制約が少ないこと、母の作ったおいしいお弁当だけ
で過ごせることなどは、個人的にはとても幸せに感じていま
した。
　「幼稚園時代は遊んでばかりで、教育なんて受けていな
かった！」と思っていましたが、先生方に温かく見守られな
がら主体性を育まれていたのだと、今となっては感じます。
　当時は近所のお友達もほとんど同じ幼稚園に通っており、
お友達と集団登降園していました。うさぎ、にわとり、アヒル
などの動物もいました。
　いろいろなことが変化する中で、原井幼稚園は休園とな
り、寂しくないと言えば嘘になりますが、新しく生まれ変わり、
新しい役割を担うことを楽しみにしています。

2 美川幼稚園 わかな 10歳 小学生

　いろいろな行事を体験できたことが楽しかったです。（たけ
のこほり、うどん作りなど）
外の遊具では、ブランコや滑り台を何度も何度もすることが
楽しかったです。

3 長浜幼稚園 10歳 小学生

・神楽をするのが楽しかった。
・竹馬で遊んだことが楽しかった。
・鬼ごっこやサッカーが楽しかった。

4 長浜幼稚園 Ｊ．Ｎ 51歳 医療職

　当時の記憶は、何十年も前のため、薄らいで来ています
が、記憶に残っているものは・・・・
① 裸足遠足？ひょっとしたら、裸？上半身？だったよう
な・・・を微かに記憶しています。元気いっぱい、歩いて散歩
などしていたように思います。
② 毎朝、みんな園庭に並んで乾布摩擦をしていました。
これは、しっかり記憶しています。
今、思えば、あの時代から、凄い取り組みだなあーと思いま
す。
朝一で身体中の血液循環が良くなり、眠気は一気に吹っ飛
び、気合の入った園生活を送れていたと思います。
③ 季節ごとに、親子行事があり、餅つき大会をしたのを覚え
ています。
不思議と年末になると思い出されます。私の記憶のアルバ
ムに一生残ることと思います。
他には、皆で絵をかいたり（共同制作）、アヒルのお世話をし
た記憶など・・
④ 肝油ドロップを毎日？食べていたと思います。昭和です
よね。

　身体づくり、礼儀、季節の行事や習わし、生活習慣を学ん
だよい時期だったと思います。今更ですが、とてもお世話に
なりました。振り返りのよい機会になりました。

5 石見幼稚園 山根拓士 10歳 小学生

・園庭も遊戯室も広く神楽を舞うことができる。保育園から幼
稚園へ変わるときは不安だったけれど、入ってみたら最高に
楽しかった。
・お昼寝をせずに帰ることができるし、お弁当がうれしい。
・幼稚園が終われば帰ることもできるし、お母さんと相談して
その後も遊ぶ時間があるのでうれしい。

市立幼稚園　卒園者の声



6 松原幼稚園 F 49歳 事務職

　私は、今は支援センターすくすくとして活用されている松原
幼稚園の出身です。
　幼稚園といって私が思い出すことは、裸で雪のちらつく中
を近くの坂道を走ったこと、上半身裸での乾布摩擦、みんな
で一緒に帰っていた家までの道。
 その中でも、私が鮮明に思い出すのは、母が手作りしてく
れたお弁当に彩りとして入れてくれていたパセリ。園では、
お弁当に入っているものは残さず食べましょうという指導
だったと思います。
　いつもどうにかこうにか頑張って口に放り込んで飲み込ん
でいました。幼稚園児の私にパセリは難関。久しぶりに幼稚
園の建物に入った時にパセリの緑と頑張って飲み込んだ時
の鼻に抜ける独特の香りが幼稚園の様々な風景とともに懐
かしく蘇りました。
  思い出すのは幼稚園での何気ない毎日の生活です。大人
になって思うのはその毎日は幼稚園の先生方が子どもたち
の安全や健やかな成長への様々な心配りのうえに成り立っ
ていたんだなということです。

7 石見幼稚園
　　　　萌
長冨　翔
　　　　蓮

18歳
16歳
12歳

中高生

〈楽しかった思い出〉
・フラフープをたくさん回したこと。
・もくもく滑り台に登ったり、滑ったりしたこと。
・砂場で友達と遊んだこと。
・遊戯室の大型積み木を使って友達と大きな積み木を作っ
たこと。そして、そのお城で友達と一緒におべんとうを食べた
こと。
・卒園前に数人ずつ園長室で園長先生と一緒にお弁当を食
べたこと。
・仲良し祭りが楽しかった。（パパレンジャーショーで友達の
お父さんがヒーローになっていてかっこよかった。買い物も
たくさんできた。）

8

　5歳のころ父の仕事の都合で浜田市に転入し、石見幼稚
園には年長クラスでお世話になりました。楽しみな気持ちも
ある反面、不安な気持ちも持ちながら入園したことを覚えて
います。ですが、先生方をはじめ園児や保護者の方々は温
かく迎えてくださり、新しい幼稚園での生活にはすぐに慣れ、
友達もすぐにできて楽しく過ごすことができました。
　私の母も引っ越した時にはとても不安で、孤独感もあった
そうですが、私たちが入園してからは先生方のフォローもあ
り、保護者同士のつながりができて浜田での友人もできて楽
になったそうです。
　私たちのように、転勤の多い家庭には両親の就労等が必
要な保育園はハードルが高い面がありますが、幼稚園はそ
ういった条件はあまりなく、3歳から入園できるのでありがた
いのではないかと思います。また、私が入園していたころは
同じように転勤の多い家庭が多く、お互いに理解もしやすく
打ち解けられたのかなと思います。
　保護者の方々も、知らない街に引っ越して不安や孤独感を
抱える中で、交友関係や、生活の幅を広げられるきっかけに
もなるのではないかと思います。
　幼稚園の行事では特に夕涼み会が思い出に残っていま
す。先生方や保護者の皆さんが屋台を作ってくださったり、
石見神楽を間近で見ることができとても楽しかったです。ま
た、何人かの父親でパパレンジャーというレンジャーショーを
企画し私たちは悪役でそのショーに参加したこともとても思
い出に残っています。
　石見幼稚園でできた友達は小学生になっても特に仲良く
過ごしました。その後また転校をして大人になるまで浜田に
は帰ってきませんでしたが、今でも年に数回会っています。
石見幼稚園での思い出、またその中でできた友人は今でも
私の心の支えとなっています。今でも遊具などあの頃のまま
残っているものも多くあり、たまに通りすがった時には懐かし
くあたたかな気持ちになります。

事務職23歳Y.T石見幼稚園



9 石見幼稚園 8歳 小学生

　石見ようち園は、季節ごとにいろんなイベントがあって、そ
れにむけていつもわくわくして、たのしかったです。
　お友だちとの生活やあそびも、園庭であそんだり、工作を
したり、毎日いろんなあそびをみつけました。
　おべんとうの日もきゅうしょくの日もあってうれしかったで
す。
　今でも、ようち園ですごしたことをおもい出すと、元気になり
ます。

10 美川幼稚園 Y 7歳 小学生

たうえといねかりがたのしかったです。

11 美川幼稚園 8歳 小学生

〇おともだちができたこと。
〇おともだちといっぱいあそんだこと。
〇いろんなことをおしえてもらった。
〇いろんなけいけんをした。
たとえば、
　・生きものをかってそだてた。
　・かきとりや茶つみのしぜんたいけんをした。

12 石見幼稚園 ゆいな 10歳 小学生

　石見ようち園の広い園庭で遊ぶのが好きでした。
　春には、きれいなさくらがさき、夏にはプールをして水でっ
ぽうで園庭をはいしりまわりました。
　秋は、落ち葉でおふろなどを作って、冬にはつき山でそり
を使ってすべって遊ぶのが好きでした。

13 美川幼稚園 11歳 小学生

どろんこ遊びで泳いだのが、楽しかったです。

14 石見幼稚園 8歳 小学生

・園庭が広くて、遊具であそぶのが楽しい！
・生き物をたくさん、飼ったり、お花を育てたりしたよ。
・おともだちといっしょに、たくさん、あそんでとっても楽しかっ
た。

15 美川幼稚園 うみんちゅ 10歳 小学生

　幼稚園での楽しかった思い出は、どろんこ遊びと、たん生
日会です。どろんこ遊びは、ちょっと高いところから飛んだ
り、およいだりしていたことが心に残っています。たん生日会
では、毎月、その季節のものが食べれてとてもおいしかった
です。それに、そのたん生日会の時に、手がたを取っている
ので、たからものになりました。それにみんなにいわっても
らってうれしかったです。身についたことは、自然のものとふ
れあえることです。イモリをとったりして自然といっぱいあそ
べました。
　三年間、とても楽しかったです❕❕❕

16 美川幼稚園 侑楽 9歳 小学生

〇楽しかった思い出
（１）自分たちで田植えと稲刈りをしたお米を、みんなで食べ
てとても美味しかったことを覚えている。
（２）美川苑で歌やダンスをしたときに、おじいさん・おばあさ
んがとても喜んでくれて嬉しかったから、劇や歌の発表は自
信をもってできる。

17 美川幼稚園
弱みを握る
寿司職人

14歳

　この幼稚園で楽しかった思い出は、他の幼稚園には無い
ような様々な行事です。例えば、田んぼでの泥遊びなどで
す。美川幼稚園で過ごせたことはとても良い思い出です。
　　　　　　　Thank you very much !



18 美川幼稚園 ななP 13歳 中学生

　美川幼稚園で過ごした3年間は、すごく楽しくて、年上、年
下関係なくいっしょに遊んだり、発表会の練習をしたりした記
憶があります。
　春はどろんこ遊びが1番楽しかったです。年少のときは、と
てもびっくりしたけど、年長になったら年下の子をつれていき
ました。
　夏は、夕涼み会、秋は幼・小・中合同の運動会、冬は発表
会が思い出です。そして、毎日の遊ぶ時間がとても楽しかっ
たです。
　個人的には、田んぼや用水路にイモリを探しに行ったこと
です。たくさんの自然とふれあえるのが、美川幼稚園の魅力
だと思います。
　今でも幼稚園のころ、こんなことしたなあと思い出すことが
あります。本当に楽しく、成長することができた美川幼稚園
に感謝です♡

19 石見幼稚園 M 46歳 公務員

　私は祖母が家にいたため保育園に行っていなかったの
で、幼稚園が初めての集団生活の場でした。
　不安いっぱいの中でのスタートでしたが、砂場で友達と山
をつくってトンネルを掘ったり、園庭でいっぱい走り回ったり、
みんなで歌を歌ったりと楽しかった思い出がいっぱいです。
　中でも印象に残っているのが芋ほりで、掘ったばかりのサ
ツマイモを焼いて食べたときのおいしさがいまでも鮮明に
残っています。
　小学校に入る前に多くの友達もでき、とてもよい体験がで
きたと思っています。

20 長浜幼稚園 こはる 6歳 小学生

 おうちでつくったさくひんを、先生がしょうかいしてくれるのが
うれしかった。
うみにいって、たのしかった。
 いっぱいのおともだちがいたからたのしかった。

21 長浜幼稚園 A 8歳 小学生

　子どもたちがてんいんで、父母たちがおきゃくさんのおみ
せやさんがとてもたのしかったです。うんどう会や生活はっ
ぴょう会で大きな声を出してがんばりました。小学校ではべ
んきょうすることがいっぱいあるけれど、とてもたのしいで
す。またようち園にいってあそびたいです。せかい一たのし
いたのしいようち園でした。

22 美川幼稚園 U・Y 15歳 中学生

　美川幼稚園での楽しかった思い出は本当にたくさんありま
す。砂場で大きなお山をつくったり、おばけやしきをしたり、
どろんこあそびをしたりなど、ありすぎてきりがありません。
その中でも特に好きだったのが神楽です。学習発表会で、
おろちをするのがずっと夢でした。幼稚園時代の僕の頭の
中は、神楽でいっぱいでした。
　美川幼稚園で過ごして身についたと思うことも本当にたくさ
んあります。その中でも特に2つ。1つ目は田んぼマラソンで
す。「今日は○週走った！」とみんなと競うのが楽しかったで
す。おかげで小学校のマラソン大会などでは、いい記録をた
くさん出せました。2つ目は地域の人との交流です。小中学
校いっしょに行う運動会、バザー、あいがも、茶道の体験な
ど、今考えるとたくさん交流していました。また、幼稚園だけ
でなく、美川公民館での「子どもの居場所」でも、人とたくさん
関わり、楽しかった思い出がたくさんあります。そうやって人
とたくさん関わってきたことで、礼儀やあいさつ、体を動かす
ことの楽しさなどを自然に学んでいました。
　僕は外で元気に遊ぶことが好きです。また今年は生徒会
長をして、いろいろなことを経験しました。このような今の自
分があるのは、美川のおかげです。いつもいっしょに遊んで
くれた友達、いつも優しくしてくれた先生、地域のみなさん、
本当にありがとうございました。また、僕の兄姉も美川幼稚
園にお世話になり、姉は教員として勤務させていただきまし
た。
　美川には本当にたくさんの経験をさせてもらいました。美
川で過ごした思い出は一生忘れません。
　美川幼稚園でよかった！



23 長浜幼稚園 6歳

ともだちがいっぱいできて、たのしいようちえんでした。
うんていが大すきでした。

　美川幼稚園では他では経験できないようなことをたくさん
経験しました。例えば米づくり。田植えの前にみんなで泥遊
びをし、田植えをし、地域の方が育てておられたアイガモを
田にお迎えし、稲刈りをし、稲を干し、脱穀し、出来た米を
使って餅つきをし、鏡餅を作り、鏡餅を割りました。すべて手
作業で、機械は脱穀の一部と精米の時だけでした。サツマイ
モを育てるのもすべて手でやりました。すごく大変だったし、
すごく疲れました。でもそのお陰で、食べ物の大切さを知り
ました。機械だけでこんなに食べ物の大切さに気付けたで
しょうか？
　運動会は第四中学校と美川小学校と合同でした。お兄さ
んお姉さん達はとても優しくて、楽しい思いでしかありませ
ん。お兄さんお姉さんありがとう。
　お弁当を食べる時は、「お父さん、お母さん、おじいちゃ
ん、おばあちゃんに感謝していただきます」といつも言ってい
ました。でも、私たちはもっとたくさんの人に感謝していまし
た。
　近くの老人ホームにもよく行きました。おじいちゃん、おば
あちゃんを喜ばせたくて、練習からすごく張り切っていまし
た。みなさん、ほんとに喜んでくださいました。私はそこで人
を喜ばせる喜びを知りました。おじいちゃん、おばあちゃんあ
りがとう。

　一見美川には何もないようです。でも、たくさんの自然にあ
ふれていました。たくさんの虫をつかまえて、飼育もしまし
た。バッタや蝶、テントウムシを追いかけました。でも一番記
憶に残っているのは、絶滅が危惧されている「アカハライモ
リ」です。イモリは、近くの用水路にたくさんいました。橋の下
になっている所だと、手を入れれば、絶対にイモリに触れる
ほど。私たちはイモリが大好きでしたし、イモリはどこでもた
くさんいるものだと思っていました。だから、絶滅するかもと
いう話を聞いたのはとてもショックでした。ですがお陰で、環
境問題に興味がいくようになりました。ちなみに、数年前に
おとずれた時はもう、以前私が美川幼稚園児だった頃ほど
いませんでした。イモリは減ってきていると感じました。イモリ
が戻ってくるように、私ができることを少しでもしていきたい
です。
　冬には「田んぼマラソン」がありました。寒い中、田の周り
を走りました。私はこの田んぼマラソンが大っ嫌いでした。
だって寒いから。いつも先生に「先生お湯…！」と頼んでい
たそうです。ちなみに、1度もお湯は貰えませんでした。で
も、私はこれで、耐える力がついたと思います。寒かったけ
れど、今ではいい思い出です。
　私のこれらの経験はすべて人の心の温もりでできていま
す。
　苗を育ててくれた方、アイガモを毎年かしてくれた方、田植
え、稲刈り、脱穀、稲干しを手伝ってくれた方など…私の頃
は毎日お弁当で、毎日早起きしてお弁当を作ってくれた母
も。
　たくさんの人と関わり、たくさん喜び、悲しみ（当時飼ってい
たアヒルが死んでしまったときは、みんなで泣きながら、ガァ
ちゃんの墓をつくりました。）そして温もり、思いやりを知りま
した。
　いつも見守ってくれている家族、何かある度に幼稚園に来
て、手を貸してくださった地域の方々、毎週木金に下園後遊
ばせてもらった美川公民館の方々、いつもお菓子をくれた公
民館長さん、いつも喜んでくれた美川老人ホームにいたおじ
いちゃん、おばあちゃんと、私たちにその機会をくださった老
人ホームの職員の方々、時々交流をした美川保育園の園
児と職員の方々、いつもあいさつを返してくれた地域の
方々、運動会やしめ縄づくりを一緒にしてくださった四中と美
川小の生徒・児童・職員の方々、たくさん褒めてたくさん叱っ
てくれた美川幼稚園の職員の方々、そして書ききれなかった
たくさんの方々、本当にありがとうございました。美川で過ご
した3年間は私の一生の宝物です。

中学生14歳N・O美川幼稚園24


